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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　このメールマガジンは、普及事業に関する情報などを、登録された皆様に無
料でお届けするものです。もし、まわりに登録されていない方がいましたら、
ぜひ登録をお勧めください。
　登録先は、 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html をご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【病害虫発生予報情報】
☆「平成30年度 病害虫発生予報第７号」の発表について

【施策情報】
☆10月に農研機構生研支援センターは川崎市に移転します。11月６日（火）に川崎市産業
振興会館でイベントを行います。
☆農業者と企業・研究機関とのマッチングミーティング（第２回:野菜）を開催します！
☆「第３回食育活動表彰」募集中です！
☆第２回「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の募集について
☆６次産業化がもっと身近になるフリーペーパー！「ロクジカチャネル」配信中！
☆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
☆【参加募集開始】「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 シンポジウムの開催につ
いて（１０月３・４日、北海道十勝地域、参加無料）

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第７号」の発表について
【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省は、平成30年９月12日(水)付けで、向こう１か月の農作物の病害虫発生動向
や防除について「病害虫発生予報第７号」を発表しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所との連携を密にしながら、地域での
防除が確実に実施されるよう御指導をお願いします。
　向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報については次のとおりです。
１　水稲では、紋枯病の発生が東海及び近畿の一部の地域で多くなると予想されていま
す。今後の発生状況に注意し、収穫までの期間を考慮の上、必要な防除を実施してくださ
い。
２　野菜類では、シロイチモジヨトウの発生が南関東、北陸、東海、近畿、四国及び北九
州の一部の地域で多くなると予想されています。ほ場内の発生状況に注意しつつ、適期に
防除を実施してください。このほか、ハスモンヨトウ等、地域によっては発生が多くなる
と予想されている病害虫がありますので、注意してください。
３　果樹では、果樹カメムシ類の発生が東海、北陸、近畿、中国、四国及び北九州の一部
の地域で多くなると予想されています。本虫の飛来状況は地域や園地により異なるので、
園内を注意深く観察し、飛来が認められた場合は、飛来初期から防除を実施してくださ
い。このほか、なしのハダニ類等、地域によっては発生が多くなると予想されている病害
虫がありますので、注意してください。

＜参照＞
　詳細な情報については、下記ＵＲＬから御確認いただき、各県の発表する病害虫発生予
察情報と併せて御利用ください。
〇「平成30年度 病害虫発生予報第７号」の発表について（９月12日付け農林水産省プレ
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スリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180912.html
〇過去の病害虫発生予報についてはこちら
  http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html
※お問い合わせ先　消費・安全局　植物防疫課（担当：白石、渡邉） 
（03-3502-3382）

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆10月に農研機構生研支援センターは川崎市に移転します
　11月6日（火）に川崎市産業振興会館でイベントを行います
【農研機構生研支援センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農研機構生研支援センターは、資金配分機関として質の高い研究課題提案を促す活動や
研究成果の普及・社会実装のための機能強化を実現するため、10月に東京駅及び羽田空港
からのアクセスが良く、利用者の利便性が高い川崎市に移転します。移転先は以下のとお
りです。

●移転予定日　平成30年10月１日（月）
●移転先　「パレール三井ビルディング」16階
●所在地　川崎市川崎区東田町８番地（川崎駅東口徒歩７分）

　また、10月に川崎市に移転することを踏まえ、生研支援センターの活動について企業を
はじめとする皆様に知っていただくため、11月6日（火）に川崎市で以下のイベントを開
催します。農研機構生研支援センターがこれまでに行った支援で得られた成果に関する講
演とポスター展示を行います。また、今後連携を深めていくNEDO（国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構）の取組や川崎市の企業の取組も紹介します。
　農業現場の課題解決に向け、当センターの研究資金の活用を図っていただきたいと考え
ていることから、普及指導員の皆様のご参加をお待ちしております。

●イベント名　生研支援センターフォーラム　in　KAWASAKI
●日時　平成30年11月６日（火）　13:30～17:00（17:00～情報交換会）
●場所　川崎市産業振興会館（1階ホール及び4階展示場）

詳細については以下のURLをご覧ください。
URL　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2018/08/082211.html

※お問い合わせ先　
　農研機構生研支援センター　新技術開発部　連携・企画課（担当：松岡、高岸、宮本）
（048-669-9170）
　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業者と企業・研究機関とのマッチングミーティング（第２回:野菜）を開催します！
【大臣官房政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　９月21日（金）13:00から農林水産省７Ｆ講堂において「農業者と企業・研究機関との
マッチングミーティング（第２回：野菜）」を開催いたします！
　今回は、野菜生産技術（施設環境計測・制御、露地・畑作向け栽培センサー、ドロー
ン、運搬ロボット）をテーマとし、関連企業等23社が集まり、プレゼンテーションと個別
の相談ブースをご用意するとともに、農業者の皆様に自由に技術提案企業とマッチングで
きる機会を設けます。また、運搬ロボットやドローンの展示、農研機構、収入保険などの
相談ブースも設置する予定です。
　是非とも、地域の農業者の皆様にご周知いただければと思います。もちろん、普及指導
員の皆様にも技術に関する情報を得ていただくチャンスですので、どうぞご参加くださ
い！
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　参加希望の方は、以下のＵＲＬもしくはマッチングミーティングのチラシのリンクから
プレス画面に飛び、入力フォームから登録いただけますと当日スムーズに入館可能です。
是非ご登録ください！

▼詳しくはこちら
◇「農業現場における新技術の実装に向けたマッチングミーティング（第２回:野菜）の
開催について」
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/180903.html

◇マッチングミーティングチラシ
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/attach/pdf/180903-2.pdf

◇お申し込み・お問い合わせ
農林水産省 大臣官房 政策課　　
担当者：太田、田島、表谷（ひょうたに） 
ＴＥＬ：03-6744-0494
E－mail:Innovation_group@maff.go.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第３回食育活動表彰」募集中です！
【消費・安全局消費者行政・食育課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他
の事業活動を通じて食育を推進する優れた取組を募集しています。
　例えば、農業体験を通じて「食の大切さ」を伝えている活動、地元食材を活用して地産
地消を推進する活動など、様々な食育を実践されている皆様の取組について、是非、ご応
募ください。多数のご応募をお待ちしております。
　普及指導員の皆様におかれましては、食育を実践されている地域の農業者、農業法人、
ＪＡ等の皆様に広く情報提供いただきますよう、よろしくお願いいたします。

■応募締切
◯ボランティア部門：平成30年10月31日（水）必着
◯教育関係者・事業者部門：平成30年11月９日（金）必着（※農業者の方はこちら）

■詳しくは下記URLをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html

■お問合せ
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課　（担当：佐竹、島田）
電話：03-6744-1971

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第２回「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の募集について
【政策統括官付穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　飼料用米については、輸入とうもろこしに比べて、国産であり、かつ我が国の主食であ
る米を原料とする付加価値の高い飼料です。現在、主食用米の需要が毎年概ね８万トンず
つ減少している中、飼料用米等の戦略作物への転換を進めており、平成27年３月に閣議決
定された「食料・農業・農村基本計画」の下、飼料用米の生産努力目標（平成37年度）を
110万トンとしており、生産性向上とともに畜産物（牛・鶏・豚等）のブランド力強化を
進めていくこととしています。
　このブランド力強化とともに、必要な飼料としての定着化等を推進するため、一般社団
法人日本養豚協会が農林水産省などの後援の下、飼料用米を生産する農家と連携しなが
ら、従来の畜産物より付加価値を向上させて飼料用米活用畜産物を販売している畜産事業
者を表彰する「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」を開催し、その取組・成
果を広く普及していくこととしています。
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  飼料用米を活用した畜産物をブランド化し販売している畜産事業者の皆様にとって取組
をＰＲできる良い機会ですので、普及指導員の皆様から畜産事業者の皆様に対して、ご案
内頂きますよう宜しくお願いします。

※「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の詳細は、こちらのページをご覧下
さい。
　http://okome-sodachi.jp/contest2018.html

※開催スケジュール
　・応募期間　：平成30年８月１日～11月15日
　・審査委員会：平成31年２月中旬予定
  ・表彰式　　：平成31年３月15日（東京都内）
  
※褒賞
　・農林水産大臣賞　・政策統括官賞
　・全国農業協同組合中央会会長賞　・公益社団法人中央畜産会会長賞

※お問い合わせ先
　事務局：一般社団法人日本養豚協会（担当：山梨、小礒）（TEL 03-3370-5473）
　農林水産省政策統括官付穀物課消費流通第１班（担当：大石、関口）（TEL 
03-3502-7950）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆６次産業化がもっと身近になるフリーペーパー！「ロクジカチャネル」配信中！
【食料産業局産業連携課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　「ロクジカチャネル」では、６次産業化のお役立ち情報を皆さまへお届けしています！
　６次産業化をはじめるためのステップや、先進的な取組事例などの情報が掲載されてい
ますので、ぜひご覧ください。
　最新号では、「ロクジカ日本茶」の特集や商談会へ参加するための準備、６次産業化プ
ランナー（６次産業化の専門家）から聞き取った「販路開拓の方法」などが掲載されてい
ます！
　以下のＵＲＬからロクジカチャネルをご覧いただけます。
▼ロクジカチャネルＨＰ▼
　https://6ch.agrijournal.jp/

　バックナンバーはコチラからご覧いただけます。
▼農林水産省 食料産業局 産業連携課ＨＰ▼
　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html
　普及指導員の皆様におかれましては、農業者の皆さんへの周知をお願いいたします。

　お問い合わせ先
　農林水産省 食料産業局 産業連携課 企画班
　電話：03-3502-8246（直通）
　担当：鈴木

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農産物の輸出を行うときには、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に沿った生産を
行うことが重要ですが、これらの規制は相手国や品目によって様々であり、現場での指導
をどのように行うべきか苦労されるのではないかと思います。
　農林水産省では、平成29年から、「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備
事業」により、産地等のご要望に応じて専門家を派遣し、植物検疫や残留農薬基準をクリ
アするための取り組みを支援しています。
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　平成29年度は、産地等からの要請に応じ技術的なサポートを提供した結果、22の産地等
からスムーズに輸出をすることができました。
　さらに、輸出に取り組む産地は増加しており、今年度も全国各地から多くの相談が寄せ
られています。
　また、本年度からは、訪日外国人旅行者等が携帯品（おみやげ）として農産物を海外に
持ち出すための検疫手続の円滑化の取組を行う産地等への支援も開始しています。
　専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、ぜひ以下のサポート事務局サイ
ト内の相談窓口にご連絡ください。

輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局
一般社団法人全国植物検疫協会内
TEL：070-1187-1520　FAX：03-5294-1525
（サポート事務局ホームページ）
　http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

本事業に関するお問合せ先
　消費・安全局植物防疫課国際室
　担当者：小野、井ノ口
　直通電話番号：03-6744-7168

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【参加募集開始】「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 シンポジウムの開催につ
いて（１０月３・４日、北海道十勝地域、参加無料）
【技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省が推進する「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会（以下「協議会」）
では、他分野の技術やアイデアを柔軟に掛け合わせて現場の課題を解決し、革新的なビジ
ネスに結び付けるため、フードバレー構想に取り組む食の最先端地域・十勝において、オ
ープンイノベーションによる未来の食と農業について、十勝地域の関係者や「知」の集積
と活用の場の会員企業など多様な主体が意見を交わすシンポジウムを開催します。
　本シンポジウムについては、本年９月４日（火）から協議会において参加募集を開始い
たしました。参加申込は、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
１．申込用サイト（下記ＵＲＬ）
２．広報用チラシ裏面の参加申込書によりＦＡＸ若しくはメール
　（※協議会ウェブサイト９月１１日付け記事（下記ＵＲＬ）では、１枚で６名様まで記
入できる複数人用の参加申込書も掲載しています。）
　なお、プログラム内容や広報用チラシについては下記の協議会ウェブサイトの「イベン
ト情報」掲載の記事から閲覧・ダウンロードしていただけます。

◎参加申込み用サイトＵＲＬ
　https://sc-form.jp/127/108/f57/

◎プログラム内容や広報用チラシの閲覧ダウンロード
　協議会ウェブサイト「イベント情報」　９月１１付記事
　「【協議会主催　10月3～4日　参加募集開始】「知」の集積と活用の場 産学官連携協
議会 シンポジウム 「十勝から発信！農業×技術×オープンイノベーションが拓く未来」
について
　https://www.knowledge.maff.go.jp/blog/2018/09/1034.html

◎参考
　農林水産省 ９月４日付プレスリリース
 「「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 シンポジウム「十勝から発信！農業×技
術×オープンイノベーションが拓く未来」の開催について」
　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/180904.html

【問合せ先】農林水産省「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 事務局
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e-普及だより第175号300914.txt
　株式会社リベルタス・コンサルティング）
　担当：五十嵐　Tel: 03-3556-6360

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
すっかり涼しくなってきました。先日スーパーに寄ったら北海道の地震の影響で牛乳がス
ーパーから一時的に消えていました。日常的に消費するものが、見当たらなくなると改め
てその大切さを痛感する次第です。◎編集担当Ｔ◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

※メルマガの配信登録はこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html
※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について
  メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。
  ＰＤＦファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ
  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
  「３　ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「Get Adobe Reader」
  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。
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